
区分 № 書名 出版者 出版年

1 EM むら しんせつなともだち 方　軼羣　作 君島　久子　訳 村山　知義　画 福音館書店 1987

2 E いい あのときすきになったよ 薫　くみこ　さく 飯野　和好　え 教育画劇 1998

3 E いと けんかのきもち 柴田　愛子　文 伊藤　秀男　絵 ポプラ社 2001

4 E かた コッコさんのともだち 片山　健　さく・え 福音館書店 1991

5 E こい ムカッやきもちやいた かさい　まり　さく 小泉　るみ子　え くもん出版 2018

6 E はや とん　ことり 筒井　頼子　さく 林　明子　え 福音館書店 1989

7 E ふた こぎつねコンとこだぬきポン 松野　正子　文 二俣　英五郎　画 童心社 1977

8 E ふり ともだちや 内田　麟太郎　作 降矢　なな　絵 偕成社 1998

9 E ほり たろうのともだち 堀内　誠一　え 村山　桂子　さく 福音館音店 1977

10 E まつ ランカ 野呂　きくえ　さく 松成　真理子　え 偕成社 2020

11 E わだ ともだち 谷川　俊太郎　文 和田　誠　絵 玉川大学出版部 2002

12 E コス おんなじ、おんなじ！でも、ちょっとちがう！ ジェニー・スー・コステキ＝ショー　作 宮坂　宏美　訳 光村教育図書 2011

13 E スロ いっしょならもっといい ルイス・スロボドキン　作 木坂　涼　訳 偕成社 2011

14 E セン きみなんか　だいきらいさ モーリス・センダック　え ジャニス・メイ・アドリー　ぶん こだま　ともこ　訳 冨山房 1975

15 E チヤ ともだちのしるしだよ
カレン・リン・ウィリアムズ　作
カードラ・モハメッド　作 ダーグ・チャーカ　絵 小林　葵　訳 岩崎書店 2009

16 E ブラ なかよしのくまさん ロバート・ブライト　さく 小林　いづみ　やく 冨山房 1994

17 E マク ないしょのおともだち ビバリー・ドノフリオ　文 バーバラ・マクリントック　絵 福本　友美子　訳 ほるぷ出版 2009

18 E モリ サバンナのともだち キャロライン・ピッチャー　文 ジャッキー・モリス　絵 さくま　ゆみこ　訳 光村教育図書 2002

19 E モン ともだちつれてよろしいですか ベアトリス・シェンク・ド・レーニエ　ぶん ベニ・モントレソール　え わたなべ　しげお　やく 童話館出版 2003

20 E ライ せかいでいちばんすてきなないしょ クリフ・ライト　作 おかだ　よしえ　訳 学研 2009

21 220 ふ 友だちになれたら、きっと。
ガリト・フィンク　作
メルヴェト・アクラム・シャーバーン　作 リツァ・ブダリカ　編 いぶき　けい　訳 鈴木出版 2007

22 370 さ 手紙で友だち　北と南 斎藤　次郎　文 山下　寅彦　写真　 嘉納　辰彦　写真 福音館書店 1992

23 370 た アイちゃんのいる教室 高倉　正樹　ぶん・しゃしん 偕成社 2013

24 370 ほ ゆいちゃんのエアメール 星川　ひろ子　写真・文 小学館 2001

25 380 せ 世界のともだち　０１～３６ 偕成社 2013～2016
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２/２２「世界友情の日」にちなんだ、友だちに関する本を集めました

展示している本プラスアルファ No.３８６（２０２１．２）

５-Daysこども図書館（広島市こども図書館）

〒７３０－００１１ 広島市中区基町５－８３

TEL（０８２）２２１－６７５５ FAX （０８２）２２２－７０２０

※ ＥＭは昔話絵本です。
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26 913 あ 「リベンジする」とあいつは言った 朝比奈　蓉子　著 スカイエマ　絵 ポプラ社 2011

27 913 い チキン！ いとう　みく　作 こがしわ　かおり　絵 文研出版 2016

28 913 い ユウキ 伊藤　遊　作 上出　慎也　画 福音館書店 2003

29 913 く Ｑ→Ａ 草野　たき　著 講談社 2016

30 913 さ ぼくらのサイテーの夏 笹生　陽子　作 やまだ　ないと　絵 講談社 1996

31 913 と ぼくたちのリアル 戸森　しるこ　著 佐藤　真紀子　絵 講談社 2016

32 913 は ぼくの席がえ 花田　鳩子　作 藤原　ヒロコ　絵 ＰＨＰ研究所 2020

33 913 は もりのゆうびんポスト 原　京子　作 高橋　和枝　絵 ポプラ社 2019

34 913 み けんかにかんぱい！ 宮川　ひろ　作 小泉　るみ子　絵 童心社 2012

35 913 む うたうとは小さないのちひろいあげ 村上　しいこ　著 講談社 2015

36 913 も クラスメイツ　前期・後期 森　絵都　著 偕成社 2014

37 913 や ぼくらの山の学校 八束　澄子　著 ＰＨＰ研究所 2018

38 933 あ ともだちができちゃった！ セラ・アシャロン　ぶん 光吉　夏弥　やく スーザン・パール　え 大日本図書 2010

39 933 い ネズミさんとモグラくんの楽しいおうち ウォン・ハーバート・イー　作 小野原　千鶴　訳 小峰書店 2010

40 933 く ロス、きみを送る旅 キース・グレイ　作 野沢　佳織　訳 徳間書店 2012

41 933 こ レモンの図書室 ジョー・コットリル　作 杉田　七重　訳 小学館 2018

42 933 し たいせつな友だち モイヤ・シモンズ　作 中井　はるの　訳 後藤　貴志　画 くもん出版 2009

43 933 し こんにちはといってごらん マージョリー・Ｗ．シャーマット　作 リリアン・ホーバン　絵 さがの　やよい　訳 童話館出版 2012

44 933 す やさしい大おとこ ルイス・スロボドキン　作・絵 こみや　ゆう　訳 徳間書店 2013

45 933 は ワンダー Ｒ．Ｊ．パラシオ　作 中井　はるの　訳 ほるぷ出版 2015

46 933 ふ トラベリング・パンツ アン・ブラッシェアーズ　作 大嶌　双恵　訳 理論社 2002

47 933 ま たんけんクラブ　シークレット・スリー ミルドレッド・マイリック　ぶん アーノルド・ローベル　え 小宮　由　やく 大日本図書 2017

48 933 ろ 星を見あげたふたりの夏 シンシア・ロード　著 吉井　知代子　訳 丹地　陽子　絵 あかね書房 2018

49 943 つ ぼくとヨシュと水色の空 ジーグリット・ツェーフェルト　作 はたさわ　ゆうこ　訳 徳間書店 2012

50 949 し イップとヤネケ アニー・Ｍ．Ｇ．シュミット　作 フィープ・ヴェステンドルプ　絵 西村　由美　訳 岩波書店 2004

51 949 ら あたしって、しあわせ！ ローセ・ラーゲルクランツ　作 エヴァ・エリクソン　絵 菱木　晃子　訳 岩波書店 2012

52 990 く オンネリとアンネリのおうち マリヤッタ・クレンニエミ　作 マイヤ・カルマ　絵 渡部　翠　訳　 福音館書店 2015
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展示期間中の休館日
２/１２(金)、２/１５(月)、２/２２（月）、２/２４（水）


